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アジア・アフリカ圏へ
の長期留学について



★協定校留学制度（交換留学）
→問い合わせ：国際交流センター

★奨学金留学制度
→問い合わせ：各学部事務室、東松山教務事務室

★私費留学（在学、休学）
→問い合わせ：国際交流センター

アジア・アフリカ圏への長期留学制度



協定校留学制度（交換留学）

◆選考日：２０２３年９月７日（木）

◆場所：東松山校舎 ４ー０２０２教室 （予定）

◆応募期間：７月中旬頃～９月１日（金）まで

※各国、派遣大学状況により、募集内容及び試験実施方式は変更となる場合がありま
す。詳細については、国際交流センターホームページにて告知いたしますので各自
で確認してください。



２０２４年度派遣先大学（韓国）
※下記の情報は予定ですので変更の可能性があります。

派遣先大学 人数 期 間 条件

又石大学校（全州市） 1 2024.02～2025.01 確認中

西京大学校（ソウル） 1 2024.02～2025.01 確認中

木浦大学校（務安郡） 1 2024.02～2025.01 確認中

圓光大学校（益山市） 1 2024.02～2025.01 TOPIC 4級以上

慶南大学校（馬山市） 1 2024.02～2025.01 確認中



２０２４年度派遣先大学（その他の地域）
※下記の情報は予定ですので変更の可能性があります。

派遣先大学 人数 期 間 条件

ガジャ・マダ大学（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｼﾞｮｸ

ｼﾞｬｶﾙﾀ）
1 2024.07～2025.06 確認中

ベトナム国家大学ハノイ（ﾍﾞﾄﾅﾑ・ﾊﾉ

ｲ）
1 2024.09～2025.08 確認中

ベトナム国家大学ﾎｰﾁﾐﾝ（ﾍﾞﾄﾅﾑ・ﾎｰﾁ

ﾐﾝ）
1 2024.09～2025.06

学部授業を受ける場
合はベトナム語能力
の証明をすること

シラパコーン大学（ﾀｲ・ﾅｺﾝﾊﾟﾄﾑ） 1 2024.06～2025.04
タイ語で授業を受け

られるレベル

シーナカリンウィロート大学（ﾀｲ・

ﾊﾞﾝｺｸ）
1 2024.08～2025.05 GPA2.0以上



奨学金（給付型）

奨学金留学制度

書道学科 上限1,855,000円

ｽﾎﾟｰﾂ科学科 上限1,835,000円

健康科学科 上限1,995,000円

看護学科 上限2,000,000円
経済学部、経営学部、法学部、社会学部

上限1,713,000円

その他の学科 上限1,733,000円

※奨学金の金額は、留学期間や留

学先の地域によって異なります。

協定校留学制度

上限360,000円

（月額30,000円×12ヶ月）



◆アフリカ地域 70,000円

◆中近東地域 55,000円

◆韓国 75,000円

◆その他アジア地域 55,000円

奨学金留学の地域別奨学経費（月額）



年間資金ってどれくらい必要？

大東の授業料

¥943,400～

留学先の授業料

¥400,000～

寮費と生活費

¥400,000～

飛行機代

¥80,000～

保険料

¥100,000

～

諸費用

¥50,000

～

合計1,973,400円は最低限用意しよう！

大東の制度で留学すると・・・ 上段：奨学金留学 下段：協定校留学

奨学金
¥～1,713,000

自己資金 約¥943,400~

（大東の授業料¥943,400を含む）

留学先学費免除
奨学金

¥～360,000

自己資金 約¥1,213,000~

（大東の授業料¥943,400を含む）

※ここに出ているのは一例です。実際に留学する国・地域・個人により料金は異なります。



海外の大学の1年間授業料はどれくらい？
（大学やコースによって異なる）

【韓国】協定校留学では語学堂または学部コース

約60万円～200万円

【インドネシア】協定校留学では大学付属語学学校または学部コース

約60万円～200万円

【ベトナム】協定校留学では大学付属語学学校または学部コース

約50万円～ 200万円

【タイ】協定校留学では学部コースへの留学（一部留学生用授業の開講有）

約100万円～200万円

※協定校留学で語学堂、大学付属語学学校に通う場合、授業料が
免除にならない場合があります。



TOPIK
（トーピック）

＝韓国教育省が認定・実施する韓国
語能力試験（6級が最上級）

https://www.kref.or.jp/examination

語学試験（韓国）

https://www.kref.or.jp/examination


実用タイ語検定
＝日本タイ語検定協会が認定・実施するタイ語能

力試験

（5級から1級まででそれぞれ70点以上で合格）

※年２回東京、大阪、名古屋、バンコクで開催

http://www.thaigokentei.com/

語学試験（タイ）

http://www.thaigokentei.com/


タイ語能力検定試験（旧ポーホッ
ク）Thai Competency Test

＝タイ政府・教育省が主催するタイ語
能力試験（レベル1〜6で判定）

https://www.sti.chula.ac.th/

語学試験（タイ）

https://www.sti.chula.ac.th/


実用ベトナム語技能検定試験

＝日本東南アジア言語普及交流協会が
主催するベトナム語能力試験（レベ
ル1〜6級、準6級の７つで判定）

※年１回日本で開催

https://www.jtag.or.jp/

語学試験（ベトナム）

https://www.jtag.or.jp/


iVPT（国際ベトナム語能力試験）
＝日本東南アジア言語普及交流協会
が主催するベトナム語能力試験（初
級試験は聴解と読解の2部、中級及び
上級は読解・聴解・筆記・口述の4

部）※年１回、日本で開催

https://vts-japan.jp/

語学試験（ベトナム）

https://vts-japan.jp/


• 日本で受験ができる語学試験の中には、
国際的にはスコアが認められていない場
合があります。

• 受験する試験のスコアが留学先で認可さ
れているか確認してください。

• 現地でも受験できる試験がありますので、
調べてみてください。

語学試験は他にも！



英語で開講される授業を受講する人に

必要な英語能力試験は…

TOEFL・IELTS
（トーフル・アイエルツ)

※成均館大学（韓国）、ガジャ・マダ大学（インドネシア）、シーナカ
リンウィロート大学（タイ）、デリー大学（インド）では英語で開講
される授業があります。



１．TOEFL-iBT---公式試験
Listening Reading Writing Speakingの4技能を測定

外部会場で受験・インターネット式

245ドル（＝約27,000円）

※土日を中心に月に3～4回実施している

https://www.ets.org/jp/toefl/test-takers/ibt/about

２．TOEFL-ITP---模擬試験
Listening Reading の2技能を測定

大東で受験可・マークシート式・3,950円

！注意！ただし使えるのは大東の一部協定校のみ

TOEFLの種類は２つ

https://www.ets.org/jp/toefl/test-takers/ibt/about


IETLS
●アカデミックとジェネラルがある。

●留学はアカデミック。

●Listening Reading Writing Speakingの4技能を
測定

●外部会場で受験

●コンピューターで受験、ペーパーで受験の2タイ
プ

●受験料 25,380円

●受験には、パスポートが必要



１．協定校留学：一部の協定校では一定の語学スコアが

応募時に必須

２．奨学金留学：各学部学科で申込時の必要書類が異なる

留学制度に申し込むには

留学条件に一定の語学スコアを求められてい
なくても、語学力が授業内容を理解するため
に見合わないと判断されれば、留学先で受け
たい授業を受けられない場合もあります！

留学前の語学力向上は留学先での選択肢の幅、
活動の可能性を広げることにつながります。



１．留学先を決定する際の情報収集がカギです。

例）希望の国・地域、大学（いくつか候補があれば比べて
みましょう）、留学先大学の特徴、留学先で受けられる授
業…

２．協定校留学の選考試験では面接・小論文のほかに大東で
の成績も選考結果に影響します。語学の勉強の他にも、普
段の授業も高い成績を目指して取り組むようにしましょう。

３．留学前の準備次第で、現地で行う活動の選択肢が広がり
ます。現地の言語は現地で伸ばすという考え方でなく、で
きる限り日本でも語学の勉強に励み、選考試験の申込、留
学開始を迎えるようにしましょう。

留学をお考えの方へのアドバイス



１．具体的な留学費用について知りたい

→過去に留学した先輩が残して下さった留学報告書が参考に
なります。国際交流センター（東松山）で閲覧可能です。

２．留学先はどのように調べたら良いか

→国際交流センターでは随時、留学相談が可能です。ご自身
の理想の留学プラン、条件等を担当者に教えて下さい。大
東のHPに協定校一覧があります。各大学の公式ホーム
ページも参考にしてみてください。

３．過去留学されていた先輩方は何単位認定できたか

→現地で選択する授業や自身の所属学部学科ごとに異なりま
すが、最大で20～30単位/年が認定される可能性がありま
す。単位認定については、留学準備の際に、必ず所属の学
部事務室/東松山教務事務室に相談するようにしましょう。

よくある質問



•協定校留学、奨学金留学期間中の扱いは在学であり、休学ではあ
りません。（大東文化大学の学費は納入する必要があります。）

•単位振替については、それぞれの所属学部事務室にお問い合わせ
ください。

•採用された場合、原則として辞退することはできません。

•渡航手続き等は個人で行うこととなります。

•国情等により、派遣中止となることもあります。

•新型コロナウイルスの感染状況により、募集内容、応募期間、選
考日程は変更となる場合があります。（奨学金留学ご希望の方は
各学部事務室で選考試験についてお問い合わせください。）

•一部の留学先の語学学校の授業料は協定校留学制度でも免除にな
りません。

注意事項



海外留学生レポート
現在、大学の制度を使って1年間の留学をしている学生たちのレポー
トを掲載しています。

1ヶ月に1回定期的に更新していますので、これから留学したいと考え
ている方は、要チェックです！

（新型コロナウイルスの影響により新規の海外留学生レポートは更新を中止
しています。海外留学が再開次第、レポート更新も再開します）

大東HP ⇒ 国際交流 ⇒ 海外留学希望者への支援
⇒海外留学生レポート アジア・ヨーロッパ圏

または、「大東文化大学 海外留学生レポート」で検索。



https://www.daito.ac.jp/international_exchange/intern

ational_blog/europe/

https://www.daito.ac.jp/international_exchange/international_blog/europe/


国際交流センターでは個別に留学相談にも応じています。

お問合せは国際交流センターまで

E-mail：ryugaku@jm.daito.ac.jp

※件名に「留学相談」とご記入ください

留学は早期スタートがキーワード

mailto:ryugaku@jm.daito.ac.jp

